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3※ 図作成：平井慎一先生



4※ 図作成：平井慎一先生



5※ 図作成：平井慎一先生



6※ 図作成：平井慎一先生



7※ 図作成：平井慎一先生



Torus Configuration：
Mobile Mechanism→Gripper Mechanism

Rectangular ConeCylinder



Omni-Gripper機構
（全方向なじみ＋可変剛性）

9具現化
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配電盤開け・スイッチ押し・各種バルブ開閉作業
『探査』から 『作業』へ

瓦礫引き出し

バルブ開閉
４倍速

バルブ開閉
４倍速（拡大）

配電盤開け・スイッチ押し

蛇ロボット:

電通大田中研



東北大学

従来の柔軟グリッパ
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様々な物体をつかめる一方
⇒とがった対象物では『破けて』しまう．．．



東北大学

耐切創性ロボットハンド機構
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中央線方式の線状ジャミング
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東北大学
14

耐火性ロボットハンド機構
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灼熱のとがった物体をもつかむ！
『火中の栗』

https://news.mynavi.jp/article/20181122-728818/ Ｘ２
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1. なめらかに曲がるロボットアーム

2. 超冗長マニピュレータとフレキシブルリンクマニピュレータ

3. 生物に見られる連続アーム

4. 代表的な構造と駆動方式

5. 姿勢の制御

6. 機能

7. おわりに
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17※ 図作成：新山龍馬先生



連続ロボットアームの代表的な機能とタスクを分類してみよう。細長いひも状の形態を前提として、冗長自由度を
活かした機能と、やわらかさを活かした機能に大別できる。

障害物の回避：
直線状に伸びている場合を除いて、根本から手先までの経路は無数にある。つまり、手先で何らかの作業をする

場合に手先の位置・姿勢が指定されていても、中間部の経路は工夫できる。例えば、障害物に接触しないように回
避しながら狭い場所で作業することができる。また、隙間を縫うように狭い場所に入り込み、また出てくることが
できる。

中間部の接触：
産業用ロボットアームでは、手先以外の部分の接触は相手を壊すかロボット自体が壊れる原因になるので忌避さ

れる。連続ロボットアームの冗長性と柔軟性を活かして、障害物を回避するばかりでなく、アーム部が物体や環境
と接触することを積極的に利用できる。手先では持てないような大きな物体の巻きつき把持は、連続ロボットアー
ムに特有の機能である。また、環境の動かない物体に中間部をあえて接触させれば、自重を支えるアンカーポイン
トが得られ、根本部分で全ての荷重を支える必要がなくなる。

受動性：
剛性が低く、容易に変形する特徴を利用した機能としては、複雑な形状へのなじみが挙げられる。例えば、連続

ロボットアームを脱力状態で起伏のある地面に置けば、変形の状態から地面の形状が推定できる。また、垂れ下
がった状態で振り子のように動けば小さい力で大きな揺れを得ることができる。さらに、投げ縄や鞭のように慣性
を利用した動きも可能である。

3次元変形の利用：
太さの変化と伸縮を組み合わせてミミズのような蠕動運動を行うことで、摩擦によって侵入が難しい狭い場所で

も推進力を得られる。自ら推進力を発生する連続ロボットアームは、大腸内視鏡などへの応用が考えられる。
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6.4 インフレータブルロボット

１．インフレータブルとは

２．袋形成

３．インフレータブルロボットの関連研究

４．アクチュエーション

５．センシング

６．システム
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袋形成
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図１ インフレータブル構造例
ポリエチレンシート製，吸気チューブ（吸気チューブには同シートによる逆止弁設定），圧力センサ

図２ 膨張時の袋形状

※ 図作成：川村先生



４．アクチュエーション
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溶着部

図３ 折り込みよる体積膨張

（折り込んだ部，上部，下部を合わせて溶着する．）

※ 図作成：川村先生
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４．アクチュエーション

※ 図作成：川村先生
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４．アクチュエーション

※ 図作成：川村先生
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固定部

アクチュエータ

対象物

センサ１ センサ２

図６ 多軸力センサ （空気袋3つによるシステム例）

５．センシング

※ 図作成：川村先生



６．システム
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図７ 剛体関節利用４ロボットアーム例

※ 図作成：川村先生
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図８ 完全インフレータブル構造3自由度ロボットアーム

６．システム

※ 図作成：川村先生
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30※ 図作成：梅舘先生



31※ 図作成：梅舘先生



32※ 図作成：梅舘先生



Highly Deformable 3D-Printed Soft Robot Generating Inching 
and Crawling Locomotions

33https://www.youtube.com/watch?v=0pHOaBnj1po
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6.7. 飛行移動

(1) 飛行の流体力学

(2) ソフト飛行ロボットのデザイン

(3) ソフト飛行ロボットの翼

(4) ソフト飛行ロボットの羽ばたき機構

(5) ソフト飛行ロボットの姿勢制御機構
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飛翔体の空気力学

A. 断面の運動と揚力・抗力。B. 様々な翼型。C. 迎角と揚力・抗力・揚抗比。
C. 低迎角（5度）と高迎角（20度）の場合の翼周りの流れ場。

※ 図作成：中田先生



羽ばたき飛行ロボットの運動

37

A. 羽ばたき飛行ロボットの例。B. 羽ばたき翼の運動と揚力・抗力・合力の向き。
C. 剛体羽ばたき翼と柔軟羽ばたき翼の断面の運動。

※ 図作成：中田先生



生物の柔軟な翼の構造
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。A. 鳥の翼と鳥類の翼断面の例。B. トンボの翅と翅断面。C. スズメガの翅。

※ 図作成：中田先生



ロボットと生物の羽ばたき機構
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A. 羽ばたきロボットによく用いられるクランク機構。B. 昆虫の柔軟な筋骨格
の断面。

※ 図作成：中田先生
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(1) 水中遊泳と空中飛行の共通点と相違点

(2) 従来船舶のスクリュー推進方法

(3) 生物のやわらかい推進方法

(4)まとめ
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42※ 図作成：田中先生



43※ 図作成：田中先生



44※ 図作成：田中先生



45※ 図作成：田中先生



46※ 図作成：田中先生
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